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造園家が作った「森のテラス」には、風景を美しく見せる工夫がたくさん！

【森吉森のテラス】北秋田市桂瀬字楢岱22 【 SHARE HOSTEL 庭のとまり】
年中無休／見学無料（協力金200円をお願いします） 北秋田市米内沢字長野岱378
休憩所の貸切利用、キャンプは要予約（有料） 宿泊料金／1人5,500円
〇 @morinoterasu ◎ @morinoterasu ※税込価格

〈お問い合わせ先〉TEL/0186-67-6295 (8時～17時。月曜定休）E-mail/info@morino-terrace.com
https://www.moriyoshi-morinoterrace.com 

＊読者プレゼントがあります(P12へ）

I,. Iii!・
9

'’.,

• 

日本の原風景に近い里山の自然

日頃の疲れをリセットしよう！
北秋田市にある「森吉森の テラス」は、昔懐かしい里山の 風景に 、美
しさと心地よさをプラスした癒しの 空間。国道沿いの入り口から小道へ
入っていく と、 そこには別世界が広がります。キャンプサイトもあり、 泊ま
りで大自然を満喫できるのも魅力！ 9月1 8日～10月20日は「ダリ アの
がっこう」 、10月は「きりたんぽ会」を開催予定。冬はスノ ー モ ー ビル体
験や雪遊びが楽しめます。
車で約10分の場所には「シェアホステル庭の とまり」もありますよj

．悶言塁贔贔誓山々に囲まれた小さな集落、羽後町田代地区にあ
るカフェ＆民宿の 「阿専（あせん）」。築140年以上
という登録有形文化財に 1 日 1 組限定で宿泊がで
きます。リノベ ーションされた古民
家は趣きたっぷり。併設の カ
フェで はランチやカ フェメ
ニュ ーを味わえます。川遊びや

虫とりなど、四季折々の遊びが楽しめる豊かな自然がす
ぐそばに。聞こえてくるのは風の音や虫の音という都会の
喧騒とはかけ離れた空間で、心がゆっくりとほぐれていく

ランチは数量限定。
癒しの時間をどうぞ。 予約がおすすめ

2つの宿泊棟がある「庭のとまり」

【阿専】雄勝郡羽後町田代字尼沢140
TEL/0183-6 7-2202、080-5843-8099
くカフェ＞営業時間／11:00~15:00 (L.O 14:30) 

定休日／木曜・金曜（そのほか臨時休業あり）
く民宿＞定休日／水曜・木曜（そのほか臨時休業あり）

素泊まり／お一人様 5,500円
一泊朝食付き／お一人様 7,000円※税込価格

https://asen-abe.wixsite.com/a函〇＠asen09090717
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皆さまが11.t I藷で宕心して、

英顔で暮 5 せる士世埠社合をめざ
＇

して。

JA井考I cJ:、

ム“疵9`·
ひと いえ くるまくらし•営農

に間ある、さまざまな
士世士我貢雨犬：舌重h12耳ヌll茶且んで＇ います。
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「木の家」
施工実例公開中
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ひと 1:間する逢in
元気な生活を送る た め に
役立つ、健康管理・増進活動
をはじめ、介護•福祉活動
など にも力を入れています。

いえ 1こ間する逢ih

自然災害などの被害にあわ
れたご契約者を対象とした
活動で、生活の立て直しを支援
しています。
※」A共済のご契約者で一定の要件を満たす

塩合に限ります。

J。^KY却i斉の埠域Jt吠活動［ちいきのきずな

くるま 1:間する逢齢
交通事故のない社会をめざ
して、交通事故の未然防止
や交通事故被害者支援など、
さまざまな活動に取り組ん
でいます。

掲
睾

警
裟

くらし•営農 l2間する逢勧
心の豊かさや絆の大切さを
次世代へ伝えるために、地域
に根ざした活動や文化支援
活動を実施しています。

./AJA共済
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